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1. 平成29年2月期第3四半期の業績（平成28年3月1日～平成28年11月30日）

(2) 財政状態

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年2月期第3四半期 7,536 6.5 501 7.9 501 7.6 320 3.5
28年2月期第3四半期 7,075 3.9 544 11.5 543 11.8 331 16.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

29年2月期第3四半期 85.35 ―
28年2月期第3四半期 88.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年2月期第3四半期 5,044 3,291 65.2
28年2月期 5,132 3,083 60.1
（参考）自己資本 29年2月期第3四半期 3,291百万円 28年2月期 3,083百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
29年2月期 ― 0.00 ―
29年2月期（予想） 32.00 32.00

3. 平成29年 2月期の業績予想（平成28年 3月 1日～平成29年 2月28日）

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,510 10.2 810 10.9 800 9.7 510 17.2 135.84



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

注記事項

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

以外の会計方針の変更 ： 無

会計上の見積りの変更 ： 無

修正再表示 ： 無

期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年2月期3Q 3,755,100 株 28年2月期 3,755,100 株

期末自己株式数 29年2月期3Q 685 株 28年2月期 685 株

期中平均株式数（四半期累計） 29年2月期3Q 3,754,415 株 28年2月期3Q 3,754,526 株

四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期

財務諸表のレビュー手続は終了しております。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来予測に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業

績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「業
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、引き続きゆるやかな回復基調に

あるものの、円高等の影響により企業収益には停滞感があり、物価上昇等を背景に個人消費は節約志向が根強く残

るなど景気の先行きは不透明な状況のまま推移しております。

外食産業におきましては、原材料価格が高止まりし人件費の上昇が依然として継続する中、他業種他業態との顧

客獲得競争が一層激しさを増すなど、取り巻く環境は引き続き厳しいものとなっております。

このような状況のもと、当社は平成28年２月16日、昨今の経営環境の変化を踏まえ前中期経営計画（2014年～

2016年）の最終年度を残し、新たに「中期経営計画（2016年～2018年）」を策定いたしました。その初年度となる

当事業年度におきましては、「従業員が輝ける仕組み創りへの挑戦」を年度方針に定め、業界最高水準の処遇実現

に向けた施策を軸に「100店舗体制を武器としたリーディングカンパニーとしての地位確立」を目指した取り組み

を推進しております。

また、従来通り本部での集合研修によるクルー（アルバイト）教育や品質・衛生管理の強化といったＱ・Ｓ・

Ｃ・Ａの磨き上げを継続して実施し、当第３四半期累計期間の既存店の対前年比につきましては、売上高100.4％、

客数100.5％となりました。

店舗につきましては、ＨＵＢブランド４店舗（東梅田店、藤沢店、川口店、立川南口店）を新規に出店いたしま

した。また、ビル建替えのため一時休業しておりましたＨＵＢ新宿靖国通り店をリニューアルオープンし、当第３

四半期末現在における店舗数は97店舗（休業中店舗除く）となりました。

これらの結果、当第３四半期累計期間におきましては、売上高は7,536百万円（前年同期比6.5％増）、営業利益

は501百万円（前年同期比7.9％減）、経常利益は501百万円（前年同期比7.6％減）、四半期純利益は320百万円（前

年同期比3.5％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて87百万円減少し、5,044百万円となりました。

　流動資産は前事業年度末に比べて336百万円減少し、1,845百万円となりました。これは主に現金及び預金が減少

したことによるものであります。

　固定資産は前事業年度末に比べて248百万円増加し、3,199百万円となりました。これは主に有形固定資産及び差

入保証金が増加したことによるものであります。

　負債は前事業年度末に比べて295百万円減少し、1,753百万円となりました。これは主に未払金及び未払法人税等

が減少したことによるものであります。

　純資産は前事業年度末に比べて207百万円増加し、3,291百万円となりました。これは主に配当金の支払により

112百万円減少したものの、四半期純利益320百万円を計上したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成29年２月期の通期業績予想につきましては、平成28年４月８日発表の決算短信で開示した予想数値に変更は

ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及

び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当第３四半期累計期間における四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年２月29日)

当第３四半期会計期間
(平成28年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,775,250 1,421,301

売掛金 26,228 37,450

原材料及び貯蔵品 59,355 68,137

その他 321,686 318,710

流動資産合計 2,182,520 1,845,600

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,525,577 1,665,507

その他（純額） 274,906 322,960

有形固定資産合計 1,800,484 1,988,468

無形固定資産 27,884 46,712

投資その他の資産

差入保証金 978,723 1,018,697

その他 143,281 145,442

投資その他の資産合計 1,122,005 1,164,140

固定資産合計 2,950,374 3,199,320

資産合計 5,132,895 5,044,921

負債の部

流動負債

買掛金 215,279 258,642

1年内返済予定の長期借入金 111,500 103,096

未払金 409,592 318,345

未払法人税等 233,500 7,500

賞与引当金 142,995 185,609

その他 367,306 415,595

流動負債合計 1,480,173 1,288,789

固定負債

長期借入金 263,000 185,832

リース債務 89,770 95,077

長期未払金 62,943 18,543

資産除去債務 153,545 165,393

固定負債合計 569,259 464,846

負債合計 2,049,433 1,753,636

純資産の部

株主資本

資本金 631,793 631,793

資本剰余金 195,393 195,393

利益剰余金 2,257,407 2,465,230

自己株式 △1,132 △1,132

株主資本合計 3,083,462 3,291,285

純資産合計 3,083,462 3,291,285

負債純資産合計 5,132,895 5,044,921
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

売上高 7,075,284 7,536,188

売上原価 1,889,711 1,981,820

売上総利益 5,185,573 5,554,367

その他の営業収入 42,380 44,509

営業総利益 5,227,954 5,598,876

販売費及び一般管理費 4,683,427 5,097,547

営業利益 544,526 501,328

営業外収益

受取利息 267 24

雑収入 3,625 5,574

営業外収益合計 3,892 5,599

営業外費用

支払利息 5,251 5,142

営業外費用合計 5,251 5,142

経常利益 543,167 501,785

特別損失

固定資産除却損 10,333 3,671

特別損失合計 10,333 3,671

税引前四半期純利益 532,834 498,114

法人税、住民税及び事業税 203,423 161,731

法人税等調整額 △2,511 15,926

法人税等合計 200,911 177,658

四半期純利益 331,922 320,455
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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